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A 61-year-old man with oral floor cancer (adenoid cystic carcinoma, T2N0M1) was treated with

systemic chemotherapy and radiation therapy at the department of dentistry and oral surgery in our hospital.

He had three lung metastases and renal tumors detected by screening computed tomography. The oral

floor cancer responded to the treatment to achieve partial response. However, lung and renal metastases

did not respond to chemotherapy. Then, the patient was referred to our clinic to rule out the possibility of

lung metastasis from renal cell carcinoma. Laparoscopic left nephrectomy was performed and pathological

examination on the renal lesions revealed adenoid cystic carcinoma, which had identical histopathological

features to the oral floor cancer. To our knowledge, this is the first report of metastatic renal tumor from

oral floor cancer (adenoid cystic carcinoma).

(Hinyokika Kiyo 58 : 609-612, 2012)
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緒 言

転移性腎腫瘍は肺癌，乳癌，消化器癌からの転移が

多く，一般的に小径で多発の傾向がある1)．剖検では

7∼20％に発見されるが，臨床的に認められることは

稀である1)．今回われわれは口腔底癌腎転移の 1例を

経験したので報告する．

症 例

患者 : 61歳，男性

主訴 : 左腎腫瘍性病変の精査治療

既往歴・家族歴 : 特記事項なし

現病歴 : 2010年 9月，当院歯科口腔外科にて口腔底

癌（腺様嚢胞癌）と診断され (Fig. 1），同時に多発性

肺転移，左腎腫瘍性病変 (Fig. 2) も指摘された

(T2N0M1）．2011年 1月，歯科口腔外科にて口腔底癌

に対し，全身化学療法（ドセタキセル 60 mg＋カルボ

泌58,11,03-1

Fig. 1. Gross finding showed oral floor cancer
(arrow).

プラチン 500 mg)＋放射線療法（局所 60 Gy) を施行

し，原発巣は34％の縮小を認めた．2011年 2月，左腎

腫瘍の増大 (2.5 cm→3.0 cm) を認めたため，左腎腫

瘍性病変の精査・加療目的に当科紹介受診となった．

画像所見 : 2010年の歯科口腔外科初診時 CT では，
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泌58,11,03-2A

泌58,11,03-2B

Fig. 2. Enhanced CT scan showed lung (A) and renal tumors (B) at first visit (arrow and arrow heads).

泌58,11,03-3A 泌58,11,03-3B

泌58,11,03-3C 泌58,11,03-3D

Fig. 3. Enhanced CT scan showed size of lung (A) and renal tumors (B ; plain, C ; arterial phase, D ; drainage
phase) were increased (arrow and arrow heads) after chemotherapy and radiotherapy at the department of
dentistry and oral surgery.

肺転移を 3カ所，左腎に造影効果の乏しい 3個の腫瘍

(2.5，1.5，0.5 cm) を認めた (Fig. 2）．2011年 2月，

化学療法・放射線療法施行後の CT で，肺転移病変は

6カ所に増加し，腎腫瘍の増大（それぞれ 3.0，2.0，

0.8 cm) を認めた (Fig. 3）．

以上より，腎腫瘍と肺転移は治療抵抗性であったこ

とから，腎細胞癌からの肺転移の可能性も否定でき

ず，造影効果の乏しい所見より嫌色素性腎癌などを鑑

別疾患として，2011年 5月腹腔鏡下左腎摘徐術を施行

した（手術時間140分，出血量 10 g）．

摘出標本肉眼所見 : 境界明瞭な白色充実性腫瘍病変

を 3カ所 (3.5×3.0，2.0×1.8，1.0×0.9 cm) に認

めた (Fig. 4）．

病理組織所見 : 淡好塩基性粘液物質を含有する偽囊

胞が篩状胞巣を形成する腺様囊胞癌であった (Fig.

5）．また静脈浸潤，腎周囲脂肪組織浸潤も認めた．

本症例は初診時から18カ月現在，口腔底癌肺転移に

対する second line の化学療法を施行中である．
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Fig. 4. Surgical specimen showed white solid tu-
mors with smooth surface (arrows).

考 察

転移性腎腫瘍はこれまで236例が報告されており，

消化器癌，肺癌，乳癌からの転移が多い1,2)．しかし，

口腔外科領域の悪性腫瘍の腎転移は 2例しか報告され

ていない2,3)．さらに，口腔底癌腎転移症例は文献上

報告がなく，われわれが検索しえた限り本症例が 1例

目であると思われた．

転移性腎腫瘍は一般的に単純 CT では内部不均一な

低吸収領域として認められ，造影 CT では造影されな

いことが多い4)．臨床的に腎原発の腫瘍と転移性腎腫

瘍を鑑別することは非常に困難であり4)，組織診断が

唯一の鑑別手段となる．

口腔内に発生する腺様囊胞癌は一般的に slow-

growing な腫瘍であるものの，肺転移をしやすいと報

告されている5)．本症例では，治療前のスクリーニン

グ CT で肺転移と腎転移を有する口腔底癌と診断さ

れ，全身化学療法と放射線療法が選択された．口腔底

の原発巣は治療に良く反応したが，肺および腎病変は

治療抵抗性であったことから，腎細胞癌からの肺転移

の可能性も否定できない状況になった．

この時点で当科に紹介となったが，左腎に 3カ所の

泌58,11,03-5A 泌58,11,03-5B

Fig. 5. Pathological findings of oral floor cancer and renal tumor. A : Biopsy tissue from oral floor cancer.
Pseudocyst developed alveolar cribration with basophilic mucosubstance. B : The histopathologic
features of renal tumors were identical to those of oral floor cancer.

病変を有することから，針生検による組織診断よりも

腹腔鏡下左腎摘除術を選択した．病理組織所見は口腔

底癌とまったく同様で，口腔底癌の腎転移と診断され

た．結果的には針生検による診断で十分だった可能性

があり，術後化学療法の必要性を考えると腎温存も視

野に入れるべき症例であった．

転移性腎癌の予後について，森ら4)は腎摘除後の34

例の 1 年生存率を19％と報告している．また，前田

ら2)は転移性腎癌136例を集計し， 1，2年生存率はそ

れぞれ26.0，15.6％と報告している．

以上から，転移性腎癌の予後は不良であるが，本症

例は 3カ所の腎腫瘤性病変を有し，その病理組織学的

確定診断が今後の治療方針に大きな影響を与えると考

え，腹腔鏡下腎摘除術を選択した．針生検は低侵襲か

つ簡便であるが，十分な組織が得られず確定診断に至

らない場合もある．複数箇所の採取が重要と思われる

が，本数が増えるに従い出血のリスクが問題となる．

また腎摘出による診断は確実性では針生検を凌駕する

が，手術侵襲や術後化学療法に備えた腎温存の必要性

などを考えると，腎摘出の選択はリスク・ベネフィッ

トを照らし合わせ慎重にすべきであると考えられた．

結 語

口腔底癌腎転移の 1例を経験した．本疾患はきわめ

て稀で，われわれが検索しえた限り，文献上初めての

報告例と考えられた．
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